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第８部 ジュニア２歳クラス（生後 30カ月未満） 

１位・ベストアダー ミツクラン マツカチエン メルモ ＥＴ 2016.４.４生  

父：デスー ＢＫＭ マツカチエン 1174 ＥＴ  

出品：広尾町 （有）ミックランデーリィ 

 

２位 ＴＭＦ ヤン ゴールド ラキア スターダム 2016.１.８生 

父：ミスター サイクル ゴールドスター ＥＴ 

出品：清水町 （有）田中牧場 

 

３位 ＳＪフアーム ＨＲ ドアーズ リサマリー ＥＴ 2016.２.22生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：音更町 小原 潤哉 

 

４位 ＯＫ シド タイガー ライラツク 2018.２.２生 

父：パインツリー シド ＥＴ 

出品：清水町 大久保 大輔 

 

５位・２ndベストアダー ヘイチヤン スターブライト クイーンガール ＥＴ 2018.２.26生 

父：モーニングビユー ＭＣＣ キングボーイ ＥＴ 

出品：白糠町 合同会社 伊深ファーム 

 

６位 ＳＨ ダンデイー ユニーク アデイーン 2016.１.２生 

父：クロトー レスペロン ユニクス ＥＴ 

出品：芽室町 チーム Ｔ・Ｋ 

 

７位 クリサンス エルメン ブラクストン キララン 2017.12.１生 

父：レーガンクレスト Ｓ ブラクストン ＥＴ 

出品：今金町 菊地 章太 

 

８位 ＳＥＡ－ＬＡＫＥ スパーク テクサー ドアマン 2015.12.22生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：湧別町 （株）ＳＥＡ－ＬＡＫＥ 

 

９位 ＴＬＭ ＲＡ ロツクセツト プラント 2015.12.18生 

父：ウチ ロミオ ＯＢ プラント 

出品：帯広市 （有）十勝ライブストックマネージメント 

 

10位 ＴＭＦ ナダル マツカ チエスター アンナ エコー 2016.４.16生 

父：デスー ＢＫＭ マツカチエン 1174 ＥＴ 

出品：清水町 （有）田中牧場  
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第９部 シニア２歳クラス（生後 30カ月以上 36カ月未満） 

１位・ベストアダー マウントエース マツカチエン アイオン 2015.９.６生 

父：デスー ＢＫＭ マツカチエン 1174 ＥＴ 

出品：別海町 安部 克寿 

 

２位・２ndベストアダー ＭＦＤ ヘイブン ブロカウ 2015.10.31生 

父：ミスター アツドウツド ブロカウ ＥＴ 

出品：士別市 多田 和宏 

 

３位 グローリアス クイーン オブ ピコレツト 2015.11.７生 

父：パインツリー シド ＥＴ 

出品：別海町 丹羽 務 

 

４位 パイン リツジ キス チヤシテイー 2015.８.11生 

父：ミスター チヤシテイー ゴールド チツプ ＥＴ 

出品：清水町 成松 直樹 

 

５位 クレイジヤスクルー モンスター ルーシー 2015.11.９生 

父：ウオールナツトローン ブレーク ＥＴ 

出品：置戸町 （有）小山牧場 

 

６位 ＯＫ セカンド ウインドブルツク ＥＴ 2015.11.19生 

父：ジレツト ウインドブルツク ＥＴ 

出品：清水町 大久保 大輔 

 

７位 ミス エントリーズ エキサイト ＥＴ 2015.９.11生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ  

出品：上士幌町 小椋 淳一 

 

８位 セノーフアーム エムエー ブラゼル 2015.６.24生 

父：アロースター ブラゼル ＥＴ 

出品：岩見沢市 （株）瀬能牧場 

 

９位 ジユールボツクス ドアマン ベチー 2015.11.６生 

父：バルビツソン ドアマン ＥＴ 

出品：別海町 菅井 慎也 

 

10位 センーミヤ アツドウツド キヤベジン ＥＴ 2015.10.３生 

父：メープルダウンズアイ Ｇ Ｗ アツドウツド ＥＴ 

出品：長沼町 （有）宇都宮牧場 
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第 10部 ジュニア３歳クラス（生後 36カ月以上 42カ月未満） 

１位・ベストアダー ハツピーグローリー レーガンクレスト メープル 2014.12.27生 

父：レーガンクレスト ＧＶ Ｓ ブラツドニツク ＥＴ 

出品：上士幌町 熊谷 肇 

 

２位・２ndベストアダー レデイスマナー ゴールドチツプ ギヤルパラ ＥＴ 2015.２.３生 

父：ミスター チヤシテイー ゴールド チツプ ＥＴ 

出品：苫前町 中嶋 卓広 

 

３位 ＴＭＦ ヤン チツプ ラキア フリツク 2015.１.22生 

父：ミスター チヤシテイー ゴールド チツプ ＥＴ 

出品：湧別町 （株）ＳＥＡ－ＬＡＫＥ 

 

４位 センターランド チヤンプロウ アツトウツド 2014.12.６生 

父：メープルダウンズアイ Ｇ Ｗ アツドウツド ＥＴ 

出品：根室市 中川 佳代 

 

５位 クレマチス ステツプ ５Ｇ オーラ 2015.５.21生 

父：ミスター ルツクアウト ペツシエ アルタ５Ｇ ＥＴ 

出品：恵庭市 中川 尚人 

 

６位 マドキヤツプ ＷＢ ラヴリボン ＥＴ 2014.12.22生 

父：ジレツト ウインドブルツク ＥＴ 

出品：大樹町 三木 隆志 

 

７位：セノーフアーム ＥＤ３ ブレンダ Ｇ 2015.１.６生 

父：ミスター ルツクアウト ペツシエ アルタ５Ｇ ＥＴ 

出品：岩見沢市 （株）瀬能牧場 

 

８位 ハイロード チヤーリー アンドラ 2015.３.23生 

父：ミスター アツプルズ アルマーニ ＥＴ 

出品：上士幌町 小椋 淳一 

 

９位 センーミヤ アイオーン ラツシユ 2015.２.６生 

父：ミツドフイールド ＣＣＭ アイオーン 

出品：長沼町 （有）宇都宮牧場 

 

10位 サンシヤイン ローソリテイ ジエツト ハニー Ａ フタゴ 2015.２.９生 

父：コムスター ローソリテイ ＥＴ 

出品：音更町 山田 哲義 
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第 11部 シニア３歳クラス（生後 42月以上 48カ月未満） 

１位・ベストアダー インデシブル フイーバーレイブン 2014.６.15生 

父：クラツクホーム フイーバー ＥＴ  

出品：清水町 （有）田中牧場 

 

２位・２ndベストアダー ＹＫＴ アツトウツド ジヨイフル ＥＴ 2014.11.27生 

父：メープルダウンズアイ Ｇ Ｗ アツトウツド ＥＴ 

出品：帯広市 杉浦 友樹 

 

３位 ＨＳ インカ アーロン アツトウツド 2014.８.４生 

父：メープルダウンズアイ Ｇ Ｗ アツトウツド ＥＴ 

出品：大空町 佐久間 良一 

 

４位 スリーバレーフアーム クリスマス アツトウツド Ａ ＥＴ 2014.８.１生 

父：メープルダウンズアイ Ｇ Ｗ アツトウツド ＥＴ 

出品：由仁町 三谷 耕一 

 

５位 Ｍ．Ｆ トライユーン チツプ 2014.７.25生 

父：ミスター チヤシテイー ゴールド チツプ ＥＴ 

出品：枝幸町 関口 真也 

 

６位 テイーユー ＡＯ ミツフイー ＥＴ 2014.６.15生 

父：パインツリー アルタオーク ＥＴ 

出品：美瑛町 上田 雅樹 

 

７位 セノーフアーム ＧＣ ブレンダ 2014.７.31生 

父：ミスター チヤシテイー ゴールド チツプ ＥＴ 

出品：岩見沢市 （株）瀬能牧場 

 

８位 メドーブリツジ マキシム クツキー ローズ 2014.９.21生 

父：トツプジーン ゴールド オア ＥＴ 

出品：弟子屈町 （株）メドーブリッジホルスタインズ 

 

９位 エクセルランド プリンセス ゴールド エース 2014.７.10生 

父：ミスター チヤシテイー ゴールド チツプ ＥＴ 

出品：根室市 （有）武隈牧場 

 

10位 ＴＬＭ アジー ビスタ オア ＥＴ 2014.８.20生 

父：トツプジーン ゴールド オア ＥＴ 

出品：帯広市 （有）十勝ライブストックマネージメント 
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第 12部 ４歳クラス（４歳以上５歳未満） 

１位・ベストアダー クリサンス サンチエス Ｇ フロスト ＥＴ 2014.３.３生 

父：ジエンマーク ストーマテイツク サンチエス 

出品：今金町 菊地 章太 

 

２位・２ndベストアダー センーミヤ スパーク キヤントン 2013.８.12生 

父：ジレツト テイーウエーブ スパークリング ＥＴ 

出品：長沼町 （有）宇都宮牧場 

 

３位 ＤＨ オツト ダツシユ 2013.８.22生 

父：レーガンクレスト ダンデイー ＥＴ 

出品：北見市 山内 誠 

 

４位 レツドブリツク ＡＷ マーヤ チリー 2014.４.20生 

父： メープルダウンズアイ Ｇ Ｗ アツトウツド ＥＴ 

出品：遠別町 佐久間 陽生 

 

５位 センーミヤ スパーク クリムソン 2013.11.25生 

父：ジレツト テイーウエーブ スパークリング ＥＴ 

出品：長沼町 （有）宇都宮牧場 

 

６位 ベイリツチランド シヤキーラ イザベル ＥＴ 2013.12.７生 

父：ミニガン ヒルズ デイ ＥＴ 

出品：美瑛町 （株）ベイリッチランドファーム 

 

７位 エクシード ＰＳ プリテイ ローズ 2013.８.８生 

父：パインツリー シド ＥＴ 

出品：清水町 （有）田中牧場 

 

８位 サニーフイールド ダケツト ダンデイー サラ ＥＴ 2013.11.４生 

父：レーガンクレスト ダンデイー ＥＴ 

出品：帯広市 野原 慎也 

 

９位 キノー チヤールズ メロデイー 2014.４.19生 

父：ミスター チヤシテイー ゴールド チツプ ＥＴ 

出品：江別市 （学）酪農学園フィールド教育研究センター 

 

10位 サクランド アツトウツド アイリス 2013.12.11生 

父：メープルダウンズアイ Ｇ Ｗ アツトウツド ＥＴ 

出品：士幌町 山岸 剛 
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第 13部 ５歳クラス（５歳以上６歳未満） 

１位・ ベストアダー アミダ プリンセス ゴールド チツプ ローザ 2013.５.27生 

父：ミスター チヤシテイー ゴールド チツプ ＥＴ 

出品：陸別町 （有）編田牧場 

 

２位・２nd ベストアダー レツドブリツク ブラクストン ダーハム 2012.11.12生 

父：レーガンクレスト Ｓ ブラクストン ＥＴ 

出品：遠別町 佐久間 陽生 

 

３位 セノーフアーム スプレー ローソリテイ 2012.６.23生 

父：コムスター ローソリテイ ＥＴ 

出品：岩見沢市 （株）瀬能牧場 

 

４位 セノーフアーム ＲＪ ジヤスパー ブレンダ ２ ＥＴ 2012.11.10生 

父：ウイルコツクスビユー ジヤスパー ＥＴ 

出品：岩見沢市 （株）瀬能牧場 
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第 14部 成牛クラス（６歳以上） 

１位・ベストアダー グランデール アストロ ルデイー ロイ 2012.４.14生  

父：ＵＦＭ－ダブス ゴールドロイ ＥＴ 

出品：北広島市 岩田 政彦 

 

２位・２ndベストアダー レークランド ＤＤ チーフ エイミー ＥＴ 2010.11.９生 

父：レーガンクレスト ダンデイー ＥＴ 

出品：湧別町 久保 拓也 

 

３位 バージニア ダミオン アース 2012.４.16生 

父：アーバクレス ダミオン 

出品：更別村 今村 慎吾 

 

４位 クレマチス ステツプ フイーバー オーシヤン 2011.10.12生 

父：クラツクホーム フイーバー ＥＴ 

出品：恵庭市 中川 尚人 

 

５位 レツドブリツク サンチエス プレース 2011.２.16生 

父：ジエンマーク ストーマテイツク サンチエス 

出品：遠別町 佐久間 陽生 

 

６位 ビユーテイ ＡＦ スパート ドリス 2012.３.７生 

父：シーダーウオール スパイアート 

出品：鹿追町 高田 泰輔 

 

７位 ノースフイールド エンジエル アフターシヨツク 2010.10.31生 

父：ＭＳ アトリーズ ＳＨＴ アフターシヨツク ＥＴ 

出品：幌延町 無量谷 裕 

 

８位 ロツクヘルス アドベント テイナ 2010.３.25生 

父：ＫＨＷ カイト アドベント ＲＥＤ ＥＴ 

出品：伊達市 白土 成太郎 


